
                       令 和 元 年 １ １ 月 １ 日 

土木部監理課建設業振興グループ 

                            TEL ２２５－１７１２ 

                             （内線 ５０２０） 

                       農林水産部農業政策課技術管理室 

                            TEL ２２５－１６１７ 

（内線 ４６５３） 

 
 

  令和元年度国土と交通等に関する知事表彰について  

 

 

１．知事表彰の趣旨等 

   国土交通行政等に関する意義、目的、重要性を広く県民に広報し、的確な理解

と支援・協力を求め、かつ啓発することを目的に知事表彰を行う。 

 

  

２．知事表彰式の日程 

    令和元年１１月１５日（金） 午後２時から （３０分程度) 

    ※ 表彰式終了後、記念撮影を実施 

 

 

３．知事表彰式の場所 

行政庁舎４階 特別会議室 

 

 

４．式  次  第 

    「令和元年度国土と交通等に関する知事表彰式次第」のとおり 

 

 

５．受  賞  者 

   （１） 図画コンクール(小学生）   ６名（ほか佳作６名） 

   （２） 優良河川愛護団体           ２団体 

   （３） 優良建設功労者          １７名 

     （４） 優良建設従業員        ３５名 

     （５） 優良建設工事             ２０工事 

（土木部発注 １５工事、農林水産部発注 ５工事） 

  

  

 （個人名、団体名については別添受賞者名簿のとおり） 



令和元年度国土と交通等に関する知事表彰式次第 

 

 

日 時：令和元年11月15日（金）14:00～  

 

場 所：行政庁舎 ４F  特別会議室     

 

 

次         第 

 

１ 開式の辞 

 

 

２ 表彰状授与 

   図画コンクール(小学生）    ６名 

   優良河川愛護団体           ２団体 

      優良建設功労者            １７名 

      優良建設従業員           ３５名 

      優良建設工事              ２０工事 

（土木部発注 １５工事、農林水産部発注 ５工事） 

 

 

３ 知事あいさつ 

 

 

４ 受賞者代表謝辞 

 

     

５ 閉式の辞 

 

 

（表彰式終了後、記念撮影） 



【表彰の種類】 【氏 名】 【作　品　名】

いしばし　わか

金 賞 白山市立朝日小学校 2年 石橋　和佳 パトロールカー

みやした　なお

銀 賞 内灘町立鶴ケ丘小学校 2年 宮下　夏緒 しんかんせんとわたしのまち

やち　ゆいか

内灘町立鶴ケ丘小学校 6年 谷内　結香 金沢港フェリーターミナル

なかやま　えいと

銅 賞 金沢大学附属小学校 3年 中山　瑛斗 夏の手取川橋

てらしま　ゆず

野々市市立館野小学校 4年 寺嶋　優珠 わたしが登った白山！

ひさき　みゆう

中能登町立鹿島小学校 5年 久木　泉潤 県庁のてん望台から見た風景

こんどう　じょういちろう

佳　作 内灘町立鶴ケ丘小学校 1年 近藤　丈一郎 ドクターヘリ

かわはら　そら

白山市立朝日小学校 2年 河原　 空 じょ雪車

なかまち　ひなた

内灘町立清湖小学校 2年 中町　陽咲 夏まつり

さかい　りひと

金沢大学附属小学校 4年 坂井　律仁 金沢駅

しみず　つかさ

中能登町立鹿西小学校 4年 清水　士颯 百万貫の岩

つじ　みいく

内灘町立西荒屋小学校 5年 辻　美育 内灘大橋

図　画　コ　ン　ク　ー　ル

【学校名および学年】



【　団体名（所在地）　】 【代　表　者　名】

よこぎたまち もとかわ　しげみ

横北町 （加賀市横北町） 本川　繁美

しんじょう４ちょうめちょうないかい かわにし　まさお

新庄４丁目町内会 （野々市市新庄） 川西　正夫

優 良 河 川 愛 護 団 体



【　推薦団体　及び　会社名　】 【　氏　　名　】

（一社）石川県建設業協会

あじち　まさとし

（株）加賀土石建設 按察　正敏

あらき　すすむ

荒木建設（株） 荒木　進

おもてい　げんいち

（株）表井建設 表井　源一

石川県インテリア事業協同組合

みや　としゆき

（株）宮善 宮　利介

（一社）石川県建築士事務所協会

ないとう　しんいち

真設計工房 内藤　真一

（一社）石川県建築組合連合会

ささい　よしのり

笹井建築 笹井　義則

なかむら　しゅんいち

中村建築 中村　俊一

（一社）石川県交通安全施設業協会

さいとう　のぶや

ヨシダ道路企業（株） 斎藤　伸也

（一社）石川県造園緑化建設協会

むらせ　あきら

（株）村瀬造園 村瀬　彰

優　良　建　設　功　労　者



【　推薦団体　及び　会社名　】 【　氏　　名　】

（一社）石川県測量設計業協会

ながた　としあき

（株）地域みらい 永田　寿昭

石川県タイル煉瓦事業協同組合

はまもと　あつのぶ

浜本タイル 濱本 篤信

石川県電気工事工業組合

ゆのき　まさる

（株）柚木商事 柚木　賢

石川県板金工業組合

こしむら　まさし

越村建築板金店 越村　正志

石川県板硝子商工協同組合

はにゅう　ふみひこ

（有）埴生硝子商会 埴生　史彦

（一社）石川県設備設計監理協会

みうら　きよひろ

コアデザインスタジオ 三浦　清宏

（一社）北陸建設業協会

かわぐち　ひろし

カワグチ電設 川口　浩

（公社）石川県浄化槽協会

さかむろ　ひでひと

羽咋設備（株） 坂室　英仁



【　推薦団体　及び　会社名　】 【　氏　　名　】

（一社）石川県建設コンサルタント協会

たけうち　まさゆき

（株）国土開発センター 竹内　正之

（一社）石川県交通安全施設業協会

たなか　てつや

日本海サービス（株） 田中　哲也

（一社）石川県造園緑化建設協会

にった　ゆうじ

（株）中栄造園 新田　裕司

（一社）石川県測量設計業協会

はせ　ゆういち

（株）日本海コンサルタント 長谷　裕一

よこい　ひろし

（株）テクノマップ 横井　比呂志

石川県鉄骨工業協同組合

むかいぐち　くにお

本田鉄工（株） 向口　国夫

石川県板金工業組合

よしだ　いわお

（有）西盛板金 吉田　巌

（一社）石川県舗装業協会

すがうえ　ひろあき

島屋建設（株） 菅上　広明

優　良　建　設　従　業　員



【　推薦団体　及び　会社名　】 【　氏　　名　】

（一社）石川電設協会

かくま　すすむ

成瀬電気工事（株） 角間　進

（一社）北陸建設業協会

はやし　しげる

（株）宮善 林　茂

石川県管工事業協同組合連合会

いちかわ　ひろし

中部産業（株） 市川　浩

おきの　たかゆき

（有）かるみ設備 沖野　誉之

かわみなみ　ひでのり

（有）茗荷谷設備工業 川南　秀則

しもさき　よしひろ

（株）カケムラ 下崎　嘉浩

たにうち　かつや

（株）柿本商会 谷内　克也

わかすぎ　しゅうぞう

藤井空調工業（株） 若杉　修三

（一社）小松能美建設業協会

あきた　くにひろ

太陽工業（株） 秋田　邦博

いえもと　やすはる

石川舗道（株） 家元　泰治



【　推薦団体　及び　会社名　】 【　氏　　名　】

さかきばら　ひろし

石川建設（株） 榊󠄀原　浩

つえむら　おさむ

（株）トーケン 杖村　修

まるひち　しげき

本建設工業（株） 丸七　茂樹

やまね　かつとし

（株）江口組 山根　勝敏

よねだ　みつぐ

加越建設（株） 米田　貢

（一社）金沢建設業協会

あかさか　あきら

日本海建設（株） 赤坂　明

おおさわ　こうき

協和道路（株） 大沢　幸喜

きた　かずや

沢田工業（株） 喜多　一也

びんご　まさのぶ

丸建道路（株） 備後　正信

まごた　よしひろ

（株）髙田組 孫田　吉広

（一社）羽咋郡市建設業協会

よしの　しょうじ

小倉建設（株） 吉野　荘司



【　推薦団体　及び　会社名　】 【　氏　　名　】

（一社）七尾鹿島建設業協会

かたおか　みのる

和田内潜建（株） 片岡　稔

（一社）鳳輪建設業協会

きもと　さとし

宮下建設（株） 木本　智

（一社）珠洲建設業協会

ともひろ　よしあき

（株）グリーンテック 友廣　佳昭

はざま　ひこじ

（株）のとさく 狭間　彦次

むかい　まさのぶ

林舗道（株） 向　正信

よこやま　くにお

（株）西中建設 横山　邦夫



＜土木部発注分＞

【会社名　及び　工事名】

北川建設株式会社

29災172号　主要地方道金沢湯涌福光線　道路災害復旧工事（軽量盛土工）

北都・宮下・西中特定建設工事共同企業体

主要地方道能都内浦線　地方道改築（防災・安全）工事（（仮）真脇トンネル）

明翫・酒井特定建設工事共同企業体

金沢港　港湾環境整備（機能強化）工事（護岸１工区）

寺井建設株式会社

主要地方道　金沢田鶴浜線　地方道改築工事（改良１工区）

北都・髙藤特定建設工事共同企業体

主要地方道　金沢美川小松線　地方道改築４類工事（手取川橋梁Ｐ４橋脚工）

大日土建株式会社

瀬木野　通常砂防工事

北陸地建株式会社

都市計画道路 金石街道線(本町)　街路整備(防災･安全)工事

株式会社のとさく

二級河川若山川　広域河川改修工事（河道掘削４工区）

優 良 建 設 工 事



豊蔵・橘・岡特定建設工事共同企業体

県央土木総合事務所等移転整備工事（庁舎棟・建築）

三友工業株式会社

一般県道宮永横川町線　舗装補修工事

株式会社ホクコク地水

神谷内４号　急傾斜地崩壊対策工事（法面Ａ１工区）

三友興業株式会社

主要地方道金沢美川小松線　県単橋りょう補修工事（美川大橋）（防風柵設置工その１）

株式会社柿本商会

加賀沿岸流域下水道（梯川処理区）設備８８号工事（水処理計装設備）

鈴木管工業株式会社

県央土木総合事務所等移転整備工事（庁舎棟・給排水衛生設備）

北菱電興株式会社

二級河川 新大徳川 河川管理施設等長寿命化工事(新大徳川防潮水門除塵機)



＜農林水産部発注分＞ 

 

【会社名  及び  工事名】 

 

   株式会社江口組 

 

     平成２９年度 平成２９年発生林地荒廃防止施設災害復旧事業 安宅地区 海岸工事その２ 

 

 

   株式会社慶伊組 

 

     平成２９年度 奥地保安林保全緊急対策事業 ヒサシ大谷地区 渓間工事 

 

 

   姥浦建設株式会社 

 

     平成２９年度 県営ほ場整備事業（面的集積型） 高階第２地区 区画整理工事 

 

 

   株式会社堀田建設 

 

     平成２９年度 県営ほ場整備事業（面的集積型） 中沼・夏栗地区 中沼工区 区画整理工事 

 

 

   宮下建設株式会社 

 

     平成２９年度 広域営農団地農道整備事業 能登外浦４期地区 千代工区 Ｐ５橋脚工事 
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